
皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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震災後初めての南相馬市小高区敬老会が浮舟文化会館

で開催され、約290人が参加しました。

●被災自治体News

●東京電力ホールディングス

16９ 祝

２ページをご覧ください。
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●「みなみそうまトピックス」から

10月2日発行

Vol.422



被災自治体News

浜通り×さんじょうライフvol.4222

震災後初めての南相馬市小高区敬老会が浮舟文化会館で開催され、約290人が参加しました。

参加者は、式典の後、「小高郷相馬流山踊り保存会」による踊りや、「みなみそうま｢遊夢｣

チアリーダー」によるダンスなどを楽しみました。

© Minamisoma City

16９ 祝

今週の番組 60分 ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. 南相馬市×ペンドルトン─姉妹都市交流事業ー出発挨拶×帰国報告 [17分]

3. 第13回少年の主張 南相馬市大会 Part.4 [24分]

4. 月刊 図書館通信 ９月号 [6分]

5. 南相馬市見聞録～相馬小高神社 [5分]

6. 第32回 野馬追の里健康マラソン大会 参加者募集！ [5分]

7. リクエストアワーのお知らせ [1分]

番組内容 [9/27～10/4]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）
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南相馬市職員（大学卒程度 電気技師）を募集します

10月1日HP更新

募集職種・受付期間

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

1. 南相馬市役所市民課窓口および各区役所市民総合サービス課窓口で配布します。

月曜日～金曜日：午前8時30分～午後5時15分 各窓口で配布

土曜日・日曜日：午前8時30分～午後5時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書（職種）請求」と朱書きし、返送用に140円切手を貼った宛

先（自分宛）を明記した角形2号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. 市公式ウェブサイトからダウンロードできます。

必ず職種を確認のうえダウンロードしてください。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、

応募の際に全てのファイルをダウンロードしてください。

受験資格

試験日・試験会場・試験内容

問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

募集職種 採用予定数 受付期間

電気 1人程度
10月1日(火)～10月31日(木) 当日消印有効
※受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります。

募集職種 受験資格

電気 昭和55年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた方（学歴は問いません）

試験日 試験会場 試験内容

11月24日(日)
南相馬市役所
（南相馬市原町区本町2-27）

SPI試験、専門試験、作文試験、個人面接、身体検査

南相馬市からのお知らせ
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南相馬市職員（高校卒程度 土木技師）を募集します

10月1日HP更新

募集職種・受付期間

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

1. 南相馬市役所市民課窓口および各区役所市民総合サービス課窓口で配布します。

月曜日～金曜日：午前8時30分～午後5時15分 各窓口で配布

土曜日・日曜日：午前8時30分～午後5時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書（職種）請求」と朱書きし、返送用に140円切手を貼った宛

先（自分宛）を明記した角形2号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. 市公式ウェブサイトからダウンロードできます。

必ず職種を確認のうえダウンロードしてください。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、

応募の際に全てのファイルをダウンロードしてください。

受験資格

試験日・試験会場・試験内容

問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

募集職種 採用予定数 受付期間

土木 2人程度
10月1日(火)～10月31日(木) 当日消印有効
※受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります。

募集職種 受験資格

土木

平成2年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方

ただし、四年制大学または高等専修学校を卒業した方または令和2年3月までに卒業見込み
の方を除く。

試験日 試験会場 試験内容

11月24日(日)
南相馬市役所
（南相馬市原町区本町2-27）

SPI試験、専門試験、作文試験、個人面接、身体検査

浜通り×さんじょうライフvol.4224
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南相馬市職員（社会人経験者 学芸員）を募集します

10月1日HP更新

募集職種・受付期間

受験案内・申込用紙

次の方法で取得できます。職種ごとに受験案内が異なりますのでご注意ください。

1. 南相馬市役所市民課窓口および各区役所市民総合サービス課窓口で配布します。

月曜日～金曜日：午前8時30分～午後5時15分 各窓口で配布

土曜日・日曜日：午前8時30分～午後5時 各日直窓口で配布

2. 郵便で請求できます。

封筒の表に「受験申込書（職種）請求」と朱書きし、返送用に140円切手を貼った宛

先（自分宛）を明記した角形2号封筒を必ず同封して、請求してください。

3. 市公式ウェブサイトからダウンロードできます。

必ず職種を確認のうえダウンロードしてください。

※ 募集期間を経過するとダウンロードできなくなりますので、

応募の際に全てのファイルをダウンロードしてください。

受験資格

試験日・試験会場・試験内容

問い合わせ 総務部 総務課 人事給与係 0244-24-5222TEL

募集職種 採用予定数 受付期間

学芸員
（自然分野）

1人程度
10月1日(火)～10月31日(木) 当日消印有効
※受験申込受付は簡易書留による郵送に限ります。

募集職種 受験資格

学芸員
（自然分野）

昭和55年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた方で、博物館法による学芸員の資
格を有し、私立・公立を問わず、博物館などにおいて学芸員として自然分野の実務経験
を5年以上(平成31年3月31日現在)有する方

試験日 試験会場 試験内容

11月24日(日)
南相馬市役所
（南相馬市原町区本町2-27）

SPI試験、作文試験、個人面接、身体検査
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被災自治体News

問い合わせ 建設部 建築住宅課 市営住宅係 0244-24-5253TEL

入居者を公募する市営住宅

優先世帯の住宅

一般世帯の住宅

定住促進住宅

• 優先世帯とは、20歳未満の子を扶養している寡婦、老人または心身障がい者などの世

帯です。住宅の入居基準は、「一般世帯の住宅」と同様です。

• 優先世帯以外の方は「優先世帯の住宅」に申し込みができません。

• 詳細は、市営住宅公募要項（市公式ウェブサイトからダウンロード

できます）をご覧ください。

№ 区 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 小高 万ヶ廹団地 27-2号室 1・2階 3DK 9年 17,300～34,100 なし

2 原町 仲町団地 2号棟304号室 3階 3K 45年 8,700～16,500 あり

3 原町 仲町団地 2号棟408号室 4階 3K 45年 8,700～16,500 あり

4 原町 国見町団地 1号棟401号室 4階 3K 37年 14,400～28,200 あり

5 原町 二見町団地 2号棟403号室 4階 3DK 39年 14,300～28,100 あり

6 原町 北長野団地 1号棟308号室 3階 3DK 25年 18,200～35,700 あり

7 原町 北長野団地 4号棟205号室 2階 3DK 25年 18,800～37,000 あり

市営住宅入居者募集（10月分）

10月1日HP更新

市営住宅の入居者を募集します。

入居資格や申し込み方法などについて、右QRコードから市公式ウェブサイトで確認の

上、お申し込みください。

申込者が重複した場合は、抽選会を開催し入居者を決定します。

入居日

11月1日（金）

公募期限

１０月１１日（金） ※申し込み受け付けは、土・日曜日、祝日を除く。

№ 区 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 原町 北長野団地 3号棟105号室 1階 2DK 24年 15,700～30,900 あり

2 原町 北町団地 39号室 1階 2K 55年 2,800～7,400 なし

№ 区 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 鹿島 定住促進住宅 2号棟501号室 5階 3DK 27年 8,600～16,900 あり

浜通り×さんじょうライフvol.4226
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災害公営住宅入居者募集（10月分）

10月1日HP更新

次ページへ続きます

市では、これまで南相馬市民を対象に東日本大震災で家屋が半壊以上の判定を受けた方、

原子力災害により避難指示を受けて家屋を解体された方を対象として災害公営住宅入居者

を募集してきましたが、10月1日から以下のとおり申し込み資格を拡大します。

以前の申し込み資格

① 東日本大震災により居住していた住宅が全壊・全流出の世帯

② 東日本大震災により居住していた住宅が半壊・大規模半壊で解体した、または解体す

ることが確実である世帯

③ 原子力災害により避難指示を受けた世帯で、家屋を解体した、または解体することが

確実である世帯

※ これまでは、平成23年3月11日時点に南相馬市民で申し込み資格がある世帯が申し

込みできました。

拡大する申し込み資格

④ 市外で東日本大震災により居住していた住宅が半壊・大規模半壊以で解体した、また

は解体することが確実である世帯

⑤ 市外で東日本大震災により居住していた住宅が全壊・全流出の世帯

⑥ 現在でも原子力災害により避難指示を受けている世帯（居住制限者）

⑦ 原子力災害による避難指示が解除された区域で現に住宅に困窮している世帯

※ 平成23年3月11日時点で申し込み資格がある世帯であれば、市外の方でも申し込み

できます。

※ すでに復興公営住宅や災害公営住宅に入居している方（入居決定している人を含む）

や避難指示区域外に自己所有の住居を所有している方は申し込みができません。

※ 申し込み多数の場合は、市内でり災された方を優先します。

※ ただし、以下に該当する場合は、申し込みができません。

市税および過去に公営住宅に入居されていた場合の家賃に滞納がある方

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当する世帯

募集住宅

《小高区》

7浜通り×さんじょうライフvol.422 

№ 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

1 小高東町団地 14号室 1階 2DK 4年 16,500～43,900 あり
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№ 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

2 西町団地 4号棟202号室 2・3階 4DK 6年 23,400～62,000 あり

3 西川原団地 28号室 1・2階 3DK 6年 22,100～58,500 あり

4 西川原第二団地 3号棟102号室 1階 2DK 4年 15,400～40,800 1,000円/月

№ 住宅名 部屋番号 階数 間取り 築年数 家賃月額(円) 駐車場

5 栄町団地 1号棟103号室 1階 2DK 4年 19,000～50,400 1,000円/月

6 大町西団地 103号室 1階 2DK 5年 18,200～48,200 1,000円/月

7 大町東団地 407号室 4階 2DK 6年 18,000～47,600 1,000円/月

8 萱浜団地 38号室 1階 2DK 4年 17,500～46,400 あり

《鹿島区》

《原町区》

※ 家賃については東日本大震災特別家賃低減事業により減額される場合があります。

入居日

11月1日（金）

申込期限

１０月１１日（金） ※郵送の場合は当日必着

申し込み方法

市建築住宅課へ、「災害公営住宅入居申込書」を提出してください。

申込書は、市建築住宅課で配布しています。また、市公式ウェブサイトからもダウン

ロードできます。

添付書類

住民票（世帯全員が記載されているもの）

所得証明書（入居希望者全員分）

納税証明書（入居希望者全員分）※完納証明書でも可

その他下記の書類

・申し込み資格①②④⑤の方

全壊の方はり災証明書の写し、半壊以上の方はり災証明書の写し、家屋の解体

証明書または解体申出書の写し

・申し込み資格③⑥⑦の方：被災証明書の写しなど

申し込み窓口

南相馬市役所 建築住宅課 午前８時30分～午後５時15分（土・日、祝日を除く）

【郵送先・問い合わせ先】

〒975－8686 南相馬市原町区本町二丁目27番地

南相馬市役所 建築住宅課 市営住宅係 0244-24-5253TEL

浜通り×さんじょうライフvol.4228
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浪江町からのお知らせ

平成30年10月1日に「浪江町イメージアップキャラクター」に就任した"うけどん"は、浪江

町の情報を広く発信し、一人でも多くの人に町の魅力を知ってもらうために、町内外のイベン

トへ積極的に参加しており、浪江町復興応援アイドル"reborn"の皆さんや、ゆるキャラ大好き

アイドル"寺嶋由芙"さんとの共演を果たしています。

また、公式ツイッターの開設や「なみえチャンネル特別号」への登場、町ホームページ「う

けどん広場」の大幅リニューアルなど、着々と活動の幅を広げていて、 "うけどん"のこれらの

活動が、テレビや新聞で取り上げられたりするなど注目度も高まってきています。

現在挑戦している「ゆるキャラ®グランプリ2019」では、参加している「ご当地キャラ」

783体のうち"うけどん"は初登場時の64位から、中間発表(9月8日)時点では34位にまで上昇

しました。

“うけどん”が『ゆるキャラ®グランプリ』に
初挑戦中

11月2日・3日に長野県で開催予定の「ゆるキャラ®グラン

プリ2019」決選投票イベントへの参加をはじめ、浪江町のＰ

Ｒに向けて、今後もさまざまなイベントに登場する予定です。

“うけどん”は「浪江町をさらに元気に」するために、これ

からもますます頑張りますので、応援よろしくお願いします。
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住民意向調査に協力をお願いします

9月25日HP更新

現在、町は令和４年春頃の居住開始を目標に帰還が可能となる環境の整備に取り組んで

います。

そこで、今後の生活設計や帰還意向について、皆さんの考えを把握するため、今年度も

復興庁、福島県との共同で住民意向調査を実施します。

多くの町民の皆さんの声を反映した“一人一人の復興”と“町の復興”が進められます

よう、調査への協力をお願いします。

実施期間

9月25日（水）～10月8日（火）

対象者

各世帯（分散避難されている場合は、それぞれの世帯）の代表者に専用の封筒で調査票

を送付しますので、送付された代表者ごとに回答をお願いします。

提出方法

記入後、同封の返信用封筒へ調査票を封入し、郵便ポストへ投かんしてください。

切手は不要です。

【問い合わせ先】

○復興庁「住民意向調査」問い合わせセンター 0120-912-958

＊設置期間：9月25日（水）～10月8日（火）午前10時～午後5時

（土・日・祝日を除く）

○福島県 避難地域復興局 生活拠点課 024-521-8617

○双葉町 いわき事務所 復興推進課 0246-84-5203

TEL

TEL

双葉町からのお知らせ

浜通り×さんじょうライフvol.42210
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双葉町放射線量等検証委員会検証結果報告書の提出について

9月27日HP更新

11浜通り×さんじょうライフvol.422 

双葉町放射線量等検証委員会は、平成31年４月23日以降、委員会を５回開催し、委員

による双葉町内の現地視察や現地踏査、そして事務局などからの個別説明などを通じて、

令和２年春の避難指示解除対象区域および特定復興再生拠点区域の放射線量の低減状況な

どを、検証してきました。

この５回の委員会を通じて取りまとめられた「双葉町放射線量等検証委員会検証結果報

告書」が、9月27日にこの検証委員会の田中俊一委員長から伊澤町長へ提出されました。

双葉町放射線量等検証委員会検証結果報告書

双葉町放射線量等検証委員会検証結果報告書（概要版）

問い合わせ 住民生活課 帰町準備室 0246-88-8107TEL



被災自治体News

第19回福島県議会議員一般選挙について

9月11日HP更新

福島県からのお知らせ

11月19日に任期満了を迎える福島県議会議員の一般選挙が行われます。

告示日

10月31日(木)

投票日

１１月１０日(日)

問い合わせ 選挙管理委員会事務局 024-521-7062TEL

三条市での不在者投票については

後日お知らせします

福 島 復 興 本 社

「一時立入、検査受診等にともなう移動費用の賠償」につきまして、以下のとおりご請求

の受付を開始させていただきますので、お知らせいたします。請求書類をご希望される方は、

大変お手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室（コールセンター）」までご連絡

くださいますようお願い申し上げます。

・ご請求対象期間：2019年７月１日から2019年９月３０日まで（原則３カ月単位）

・ご請求受付開始：2019年10月１日

なお、やむを得ない理由により、上記以外にも損害の継続を余儀なくされている方につき

ましては、別途、ご事情をお伺いさせていただきますので、「福島原子力補償相談室（コー

ルセンター）」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

問い合わせ
＜原子力事故による損害に対する賠償に関する問い合わせ先 ＞
福島原子力補償相談室（コールセンター）

0120-926-404 午前9時～午後7時(月～金（除く休祝日))
午前9時～午後5時(土・日・休祝日)

浜通り×さんじょうライフvol.42212



燕三条駅

ﾔﾏﾀﾞ
電機

県央食品卸売センター

三条市の台所を預かる県央食品卸売センター様から、今年もお誘いいただきました。

季節の野菜、果物の競売やバナナのたたき売り、ゲームなど楽しいイベントもあります。

ぜひ、お仲間をお誘いの上、ご来場ください。

と き １０月１２日

8:30 お客様入場

きのこ汁サービス

9:00 盛りかご、季節の野菜・果物競売

バナナのたたき売り

9:30 ゲーム 野菜の収穫祭 ほか

12:00 終了

ところ (株)三条中央青果卸売市場内

県央食品卸売センター

三条市上須頃4840-17

TEL 0256-34-5855

浜通り×さんじょうライフvol.422 13

問い合わせ
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

交流ルームひばり通信

土

を

提示していただくと

１世帯につき

1,000円の商品券を

プレゼント！！
当日限り有効

ご家族そろって
ご来場ください

受付で



市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています。

南相馬市 0244-22-2111

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）

浪江町 0240-34-2111

双葉町 0246-84-5200

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧

市町村名 世帯数 人数

小高区 18 45

原町区 4 7

南相馬市 計 22 52

浪江町 3 11

双葉町 1 3

郡山市 4 9

合 計 30 75

三条市に避難している
世帯数と人数(2019.10.2現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

交流ルームひばり通信

１０月の『ひばり』

日 月 火 水 木 金 土

３ ４ ５

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２

ひばり休み ひばり休み ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

県央食品
卸売センター

感謝祭

ひばり休み

１３ １４ １５ １６ １７ １８ １９

体育の日

ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み ひばり休み

浜通り×さんじょうライフvol.42214

問い合わせ TEL

E-mail
交流ルーム ひばり
（総合福祉センター内）

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[運営時間] 日・水・金 午前10時～午後2時

月 午前10時～正午


